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平成30年度第２回浦安市自立支援協議会地域生活支援部会 議事録

○「障がい」の表記について

法律名、団体名等固有の名称を除き「障害」は「障がい」と、「害」を「がい」とひらがな表記します。

（例）障がい者福祉センター、身体障がい者福祉センター など

○委員名の表記について

障がい当事者あるいはそのご家族である委員のプライバシーの保護の観点から、また、委員は団体等を代

表としてご参加いただいていることから、発言者の名称には、団体名等を掲載します。

１．開催日時 平成30年９月６日（木） 午後１時30分～午後３時30分

２．開催場所 市役所４階 会議室Ｓ２・３

３．出席団体名

社会福祉法人なゆた（リーダー）、社会福祉法人敬心福祉会（サブリーダー）

いちょうの会、浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ、浦安市自閉症協会

浦安市身体障害者福祉会、浦安手をつなぐ親の会、千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ

浦安市肢体不自由児親の会どっこらしょ、ＮＰＯ法人タオ、ＮＰＯ法人あいらんど

ＮＰＯ法人かぷあ、ＮＰＯ法人フレンズ、社会福祉法人サンワーク、社会福祉法人南台五光福祉協会

株式会社Ａ.ver、社会福祉法人市川レンコンの会、障害者就業・生活支援センターいちされん

順天堂大学医学部附属浦安病院、福祉部（部長）

社会福祉法人佑啓会

４．議題

（１）（仮称）東野地区複合福祉施設及び浦安市地域生活支援拠点について

（２）雇用・就労支援の推進について

（３）その他

【非公開】

（４）グループワーク

～グループホームに関する情報提供について～

５．資料

（１）議題１資料 浦安市における地域生活支援拠点の検討状況
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６．議事

事務局：ただいまより、平成30年度第２回浦安市自立支援協議会地域生活支援部会を開催いたします。

会議を開催する前に、会議の進め方について確認させていただきたい事項がございます。

自立支援協議会及び部会は、会議を公開し、議事録もホームページで公開いたします。特に個人情報

に係る発言等につきましては、十分なご配慮をお願いいたします。

なお、議事録には、発言者が所属する団体名を記載いたしますので、ご了承のほどよろしくお願いい

たします。

当部会におきましては、聴覚障がい、視覚障がいのある方が委員として参加されております。また、

会議を円滑に進めるためにも、ご発言の際は、挙手いただき、リーダーの「○○委員、お願いします」

の発言の後に団体名と氏名を述べていただき、その後、発言をお願いいたします。

それでは、今後の進行につきましては、サブリーダーにお願いしたいと思います。

よろしくお願いいたします。

サブリーダー：皆さん、こんにちは。

本日も前回に引き続きまして、進行を務めさせていただきますので、よろしくお願いします。

本日は、グループワークとしての作業部会を最後に持ってきておりまして、できれば 40 分くらい確

保できればと思いますので、一応、その予定で進行を進めたいと思います。

作業部会に参加されない委員の皆様と傍聴の方には、作業部会前にご退室いただくことになりますの

で、よろしくお願いいたします。

それでは、議事進行を務めさせていただきます。

議題１（仮称）東野地区複合福祉施設及び浦安市地域生活支援拠点について、事務局から説明をお願

いいたします。

事務局：議題１の説明の初めに、東野地区複合福祉施設の建設スケジュールに変更が生じましたので、資料に

はございませんが、お伝えします。

当施設の建築工事については、今年の７月に入札を行い、９月議会で入札の落札者との契約を行い、

契約の承認を得て、10 月に工事を開始する予定でしたが、７月の入札に応札者がなく、契約に至りま

せんでした。これに伴い、入札の条件を見直して、再度入札を行う必要が生じました。これから再入札

を行い、12 月の議会で契約の承認を得てからの工事開始になりますので、工事の着工が年明けになる

見込みです。着工前に開催を予定していた住民説明会もあわせて延期となります。

当施設は、全ての工事を完了した上で、平成 32 年４月のグランドオープンを迎える予定でしたが、

着工の遅れに伴い、平成 32 年４月以降も外構の工事が一部残る工程となりました。ただし、建物自体

は平成 32 年２月末には完成している予定ですので、施設に入る各機能の開所時期については、準備期

間等、それぞれの運営事業所と協議、調整をして決定していきます。利用者の皆様への影響を最小限に

とどめる方向で考えていきたいと思いますので、ご迷惑をおかけして申しわけありませんが、よろしく

お願いします。
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では、資料の説明をいたします。浦安市における地域生活支援拠点でどのような内容を整備していく

のかという検討状況について説明します。

目次ですが、１点目が整備の目的ということで、国の指針をおさらいします。２点目が（仮称）東野

地区複合福祉施設と地域生活支援拠点、３点目が浦安市が目指す地域生活支援拠点、４点目が具体的な

機能について、５点目がこの複合施設内に整備するグループホームについて、６点目が今後の検討課題

となります。

３スライド目をごらんください。

地域生活支援拠点を整備する目的は何か、国の指針に記載されている内容を記載しています。これは、

第１回部会で髙木委員の講話でも話があった部分なので、詳細の説明は省略しますが、具体的には、必

要な機能として、１相談、２緊急時の受け入れ・対応、３体験の機会・場、４専門的人材の確保・養成、

５地域の体制づくり、この５つの機能を整備することとされています。

多機能拠点型とか面的整備型など、地域の実情にあわせて整備するということとされていて、本市で

は現在、整備を進めている東野地区の複合福祉施設に多機能拠点を設けるということで進めています。

その部分の運営を担う社会福祉法人佑啓会と市で定期的に協議しながら運営内容を検討しているところ

でして、本日は検討状況を説明します。また、ご議論いただいた上で、今後の検討に反映していければ

と考えております。

４スライド目をごらんください。

地域生活支援拠点とは、今申し上げたように、建物ではなく機能ということなので、これまで東野に

できる新しい施設が拠点だよというイメージで市も話をしてしまっていましたが、ここで整理をさせて

いただきたいと思います。

東野地区にできる施設は、（仮称）東野地区複合福祉施設という施設です。通所棟と居住棟の２棟建

てで、通所棟には身体障がい者福祉センターや生活介護事業所、地域福祉センターなどの機能が入りま

す。居住棟には障がい者のグループホーム、短期入所、また、子育て短期支援事業所などが入ります。

居住棟に入る障がい者グループホーム、短期入所事業所、こちらの部分が地域生活支援拠点の多機能拠

点を担う場所となります。

５スライド目です。本市の現状としては、この部会でも議論されていますが、住まいの場の資源を中

心に、全体的に社会資源が不足している。東野に新しくグループホームや短期入所ができて佑啓会が参

入した、なので、ここで解決、そこに全てをお任せできるとは思っていません。髙木委員もおっしゃっ

ていましたが、浦安市が目指す地域生活支援拠点は、多機能拠点プラス面的整備の混合型と考えており

ます。

この図は、多機能拠点と地域の事業所や市基幹相談支援センターなど、そういった面的整備部分が協

力して地域生活支援拠点に求められている５つの機能を達成するという形をあらわしております。図が

縦に点線で半分に区切られておりますのは、左半分が相談とか専門的人材の確保・養成、地域の体制づ

くりといった機能、右半分が緊急時の受け入れ・対応、体験の機会・場といった機能をあらわしている
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ためです。

左半分は、多機能拠点と基幹相談が中心となって、連携、役割分担をしながら相談対応や人材の確

保・養成、地域の体制づくり等を担います。右半分は、多機能拠点での生活の体験などを経て、ひとり

暮らしや地域のグループホームへの移行、また、地域の短期入所事業所との連携をしながらの緊急時の

受け入れ・対応を行っていく、そういった形をあらわしています。

このように、入所施設がない浦安市で障がいのある方の地域生活を地域全体で支える仕組みを構築し

たいと考えています。

続いて、具体的に求められている５つの機能を、本市でどのように実現していくか検討状況を説明し

ます。５つの機能それぞれについて、国の指針で求められている内容、続いて、市の現状、最後に、検

討している具体的イメージといった流れで説明します。

地域生活支援拠点が本市の全ての課題を解決できるものではありませんが、国の指針で求められてい

る内容に沿って、本市の課題を認識して、解決を図っていきたいと考えております。

１点目が相談機能です。国の指針では、基幹相談や地域の相談支援事業所とともに地域定着支援を活

用してコーディネーターを配置し、緊急時に支援が必要な世帯、連絡体制の把握、また、緊急時のサー

ビスのコーディネート、相談等を行うとされています。

本市の現状としては、浦安市は相談部分が弱いのでは、とご指摘いただくこともありますが、特に地

域移行支援、地域定着支援が手薄な状況で、入所施設や病院から地域に移って、地域で安心して生活を

していく、そのための支援が不足しているのが現状です。

そこで、相談機能としては多機能拠点、また、既に 24 時間、365 日対応可能な機能として運営して

いる基幹相談支援センターなどの部分、それぞれがどのような相談を受け付けているか、こちらはまだ、

現在、検討している状況です。

そうした中で７スライド目をごらんいただきまして、現在、具体的に検討が進んでいるものとしては、

多機能拠点の部分で実施していく緊急時支援事業です。現在も、身体、知的障がい者の緊急時に駆けつ

けを行う事業を行っていますが、この多機能拠点ではバージョンアップした内容で実施したいと考えて

います。これまでは利用対象が 18歳以上の方に対象が限られていましたが、学齢以上 18歳未満の療育

手帳、また、精神障害者手帳を保持する障がい児にも対象を広げる考えです。緊急対応に苦慮されてい

るであろうご家庭のニーズに対応したものになります。

また、８スライド目で、これまで業務内容としては、登録者のもとに緊急事態が発生したら駆けつけ

るという業務のみでしたが、新たにまず利用登録のあった方に対するアセスメント、家庭の状況を含め

たアセスメント、また、半年に一度のモニタリングを行い、より安心して在宅で暮らせるよう、適切な

支援につなげていきたいと考えています。

２点目の機能が９スライド目で、緊急時の受け入れ・対応。国の指針では、短期入所を活用して緊急

時に受け入れられる体制を常時確保することとされています。本市の現状としては、短期入所は市内に

５事業所、各事業所定員が二、三名ということで、資源が不足しています。また、いざ、緊急時に利用
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できるかという利便性についても課題があるのかなと認識しています。

そこで、多機能拠点部分で実施をしていく考えであるのが緊急用居室確保、お助けショートステイで

す。（仮称）東野地区複合福祉施設内に整備をする短期入所の部分に緊急用の居室として、常時、１部

屋確保していきます。また、緊急とは何かということで、緊急の条件を厳しく規定してしまうと、いざ

というときに利用しづらいというお声、観点から、利便性向上のために緊急の基準を家族や本人が緊急

と考えるものと考えています。ただし、居室も限られていますので、市内の短期入所事業所、ほかの短

期入所事業所に受け入れを打診して、いずれの事業所も受け入れができない場合に限ることとして、地

域の事業所全体で対応する、そういった形をつくりたいと考えております。

続いて、３つ目の機能が 11 スライド目の体験の機会・場になります。国の指針では、地域移行や親

元からの自立等に当たって、グループホームの利用やひとり暮らしの体験の機会・場を提供する機能を

設けることとされています。本市の現状としては、この部会でも中心的に議論しているように、グルー

プホームが少ない、また、体験できるグループホームや重度の方が利用できるグループホームが不足し

ているという現状です。

そこで、この多機能拠点部分で実施していくのが体験用居室確保、お試しグループホームです。（仮

称）東野地区複合福祉施設内のグループホームに常時１部屋確保して、入所施設や病院等からの地域移

行や親元からの自立などに当たって、障がい福祉サービスの利用やひとり暮らしに向けた体験の機会・

場を提供していきたいと考えております。

続いて、４つ目の機能と５つ目の機能が 13 スライド目になります。４つ目の機能が専門的人材の確

保・養成、５つ目が地域の体制づくり。国の指針では、専門的人材の確保・養成については、医療的ケ

アが必要なものや行動障がいを有する者、高齢化に伴い、重度化した障がい者に対して専門的な対応を

行うことができる体制の確保、また、人材の養成を行う機能とされています。

地域の体制づくりについては、基幹相談、地域の相談支援事業所等を活用して地域のさまざまなニー

ズに対応できるサービス提供体制の確保、連携の構築を行うこととされています。

本市の現状としては、居宅や介護事業所に対する職員の喀痰吸引の研修費の補助とか、重度障がい者

を支援する事業所に対する運営費の補助などを行っていますが、強度行動障がいの方に対応できるよう

な行動援護事業所は市内１事業者のみであるなど、重度障がい者に対応できる事業所が不足していると

考えられる現状です。

社会福祉法人佑啓会さんからは、強度行動障がい支援者向けの研修も実施できるよ、可能だよという

提案をいただいております。具体的な事業のイメージとしては、そうした研修ですとか地域のネットワ

ークづくりのための協議の場の設置などが考えられますが、このあたりの機能は基幹相談支援センター

の担っている役割とも重なる部分があって、具体的な部分については、現在、検討中です。

いずれにしても、最初の全体像のイメージ図で示したとおり、多機能拠点をベースに地域全体を巻き

込んで構築するのがこの地域生活支援拠点と考えております。ですので、地域の事業所の支援力強化と

かネットワークづくりというのは重要な要素と考えております。
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14 スライド目です。東野地区複合福祉施設に入るグループホームの運営内容について、特に、どの

ような方が利用する場所か、また、どのように利用者選定を行っていくかということを中心に、現在、

検討している状況を説明します。

当グループホームは、居住棟の２階、３階部分に合計 18 定員、整備をします。また、１階部分に短

期入所等、共用の食堂や浴室があります。介護サービス包括型で、家賃は部屋によって異なる金額を設

定していきます。また、入浴、排せつ及び食事の介護、その他、日常生活上の援助を提供していく予定

です。

では、15スライド目をごらんください。

18 の定員、どのような方が利用するのか、また、どのような方法で利用者が決定していくかといっ

たところを現在検討しているんですが、限られた枠の範囲で、先ほど申し上げたような体験の機会・場

を提供する必要がある。また、重度の障がいのある方も受け入れていく、こちらは、このグループホー

ムの運営事業者を募集する際の条件で、障がい支援区分４以上の方を定員 18 のうち３分の１以上受け

入れてくださいという条件で募集しておりました。

また、区分の低い方であっても家庭環境など、難しい方もいるでしょうし、また、固定した人の利用

で全て部屋が埋まってしまう、そういう状況は避けてほしいというご意見を頂戴しております。実際に

地域全体で支えていくという仕組みを考えると、このグループホームの利用を経てひとり暮らしなり、

地域のグループホームに、ほかのグループホームに移行する、そういった通過型の枠もある程度設けて

いきたいというのが実情です。そのような考えから、大きく、４つのタイプの利用者を受け入れていく

ことで考えています。

まず、１つ目が障がい支援区分４以上の重い介護度の方が入居する居室、定員６名、２点目が障がい

支援区分３以下の、中・軽度の介護度の方が入居する居室、定員６名、３点目が、概ね３年以内を目安

にアパート等に移行していく通過型の居室、定員５名、４点目が、先ほど申し上げましたお試しグルー

プホームの部分、定員１名というふうに、現在、イメージとしては考えております。

続いて、利用者の選定方法は、現在、市内のグループホームにあきが出た際は、市のグループホーム

入居者選定基準に基づいて、入居者調整会議を開催して決定するという方法をとっています。東野のグ

ループホームについても、この流れに乗せていきたいと考えております。

具体的には、前提として市がグループホームへの待機者リストというのを作成して、現在管理をして

います。なので、グループホームの入居を希望される方は、まず、待機者リストに載せるという申請を

障がい福祉課にしていただくことになります。空室状況を毎月点検して、空室が発生したら、待機者に

対して相談支援専門員等を通して入居者調整会議へのエントリーをされるかどうか、希望を確認します。

続いて、エントリーのあった方々に対して、大きく２つの観点から、市が優先順位グループというの

を作成します。１つ目の観点が障がい支援区分の認定調査結果ということで介護度です。２点目がご家

庭の状況など。この２点から判断して、市が優先順位のグループ分けをします。

続いて、これをもって入所者調整会議を開催して、優先順位グループに問題がないか、疑義がないか、
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確認をしていきます。この調整会議への出席者は、障がい福祉課、障がい事業課、また、対象となるグ

ループホームの責任者、また、第三者的な立場でグループホーム支援ワーカーの方にも入っていただい

ています。

続いて、対象となるグループホームが優先順位グループを持ち帰って優先順位の高い方々のグループ

の中で具体的な優先順位づけを行い、市に報告を行います。最後に、市がその対象者に連絡を行い、優

先順位の高い方から体験入りを行っていくという流れです。

一部、現在の運用方法を見直している部分があり、現在は市側で優先順位まで細かく決めているんで

すが、グループホーム側でのその時々の体制や事情もあることから、市側の作業は優先順位グループの

作成までにとどめて、グループホーム側で最終的な順位を決定する流れへの変更を考えております。

最後に、今後の検討課題として記しております、基幹相談支援センターとの役割分担、本日の話でも

挙げましたが、今後、そこが課題になってくると考えております。また、地域生活支援拠点の機能の評

価・検証方法、精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム、この地域包括ケアシステムに当たって

は、医療とか保健福祉分野による協議の場の設置が求められていますが、拠点における地域の体制づく

りとも絡んでくるかと思います。こうした内容を想定しています。

今後、当部会等でご意見をいただきながら検討を進めてまいりたいと考えております。

議題１の説明は以上になります。

サブリーダー：ありがとうございました。

それでは、ただいまの説明に対して、質問、ご意見がある方は挙手をお願いします。

浦安手をつなぐ親の会。

浦安手をつなぐ親の会：５番の整備するグループホームの利用者イメージで、重度の方が６名、中軽度の方が

６名、通過型が５名、体験利用が１名となっていますが、緊急に１床とるのはここからではなく、とい

うことになるんですか。

事務局：グループホームを 18 床整備するのとあわせて、短期入所、６名分整備します。その短期入所６名の

中の１つを緊急用として確保したいと考えております。

浦安手をつなぐ親の会：ありがとうございます。わかりました。

サブリーダー：ほかにありますか。

浦安手をつなぐ親の会：もう一つ。例えばですが、男女はまだ決まってないじゃないですか。これ、当然、男

子と女子が分かれたところ、利用者枠１名のところはどちらに入るのかな、それぞれに１つじゃなくて、

１名ということでいいのかなというのを思いました。

サブリーダー：何か事務局、ありますか。一応、ご意見ということですか。

事務局：おっしゃるとおりだと思います。今後、考慮して検討してまいりたいと思います。

サブリーダー：ほかに。

社会福祉法人市川レンコンの会。

社会福祉法人市川レンコンの会：先ほどの浦安手をつなぐ親の会の体験で１名だけみたいな話ですが、比率と
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して、いわゆる重度の方で６名と、中軽度の方６名、単身を目指す方５名という枠ですが、これは３分

の１以上の条件があるよという形だったんですが、現状で、浦安市内に重度の方を受け入れるグループ

ホームがほとんどないということを考えると、受託法人さんの兼ね合いとかもあるとは思うんですが、

このナンバー１のところですか、区分の４以上であってというところがもう少し多くてもいいのかなと

いう個人的な感想と、それに付随して、一回、佑啓会さんが受けて通過していくみたいなイメージ、い

ろんなやり方があるとは思うんですが、ページで言うと３ページ目の浦安市が目指す地域生活支援拠点、

多機能拠点と面的整備の混合型というところで、恐らく、多機能のところでは基本的に通過をしていく

というところなんですが、その中で、面的整備の部分に関しては、恐らく、佑啓会さん以外の老舗の法

人さんですとか、これから新規で浦安市に入ってくる法人さんが受けとめていくという形になりそうな

んですが、この面的整備をお願いするというか、担っていく事業者さんの負担と言ったらすごく語弊が

あるんですが、うちでは受けられないよとか、事情として、言葉はすごく悪いんですが、おいしくない

なみたいなところがあるとは思うんですが、そういうところについてはどのように浦安市としては見解

があるのかなというのが１点、あと、コーディネーターが恐らく必要になるかと思うんですが、この図

でいくと基幹相談支援センターがやっていくのかなというようなイメージが湧くんですが、基幹相談支

援センターさんの職員の中で兼任をしていくのか、それとも、専従、コーディネーターだけ担うという

方針になるのか、これはどちらなんでしょうかというお話なんですが、いかがでしょうか。

サブリーダー：まず、事務局からよろしいですか。

３点あったと思うんですが、お願いします。

事務局：１点目の介護度の重い方はもう少し多くてもというご意見に対して、そういうご意見もあるとは思い

ます。こちらについては、佑啓会さんと話をしながらもう少し広げられないかという話も念頭に置きな

がら検討してまいりたいと思いますが、いずれにしても、定員が 18 で限られているものですので、こ

の東野に整備するグループホームの 18 の中の枠を調整したからというところで全て解決するものとは

思っていませんで、今後、継続的にグループホームの整備の補助などを使ってグループホームの整備に

努めていかなければいけないと考えております。

２点目が地域のグループホーム等に対する意識づけといったところだと思いますが、今回、このビジ

ョンというか、検討状況を出したのが、今回、この部会が初めてなので、今回の狙いとしては、東野の

複合福祉施設イコール拠点で、そこに全てお任せでいいというのではないんだよ、みんなで一緒に支え

ていくんだよというところをこれから位置づけしていきたいということがありまして、当然、そこで担

っていただくグループホームや、緊急時における対応のときには短期入所の事業所に非常に協力いただ

かなければいけませんので、今後、そういったグループホームの事業者さんとか短期入所の事業者さん

には個別にご説明をしていきたいと考えておりました。

コーディネーターの部分も、確かに、グループホームとか短期入所の基本情報とか、あいている状況

というのを、最新状況を把握するコーディネーターが必要だろうというのは私どもも検討しておりまし

て、基幹相談が担うのか、多機能拠点の部分が担うのかといったところで、まだ調整の詰めができてい
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ないので、今回、ここでは出せていませんが、今後の検討事項として把握している次第であります。

サブリーダー：社会福祉法人市川レンコンの会、よろしいですか。

社会福祉法人市川レンコンの会：はい、ありがとうございます。恐らく、地域生活支援拠点に対する相談機能

の加算とか、受け入れはショートステイのみだとは思うんですが、国の加算がつくなというところで、

ただ、他市の状況でもちらほら聞く中で、この区間少ないよねみたいなところが挙がっている、事業者

さんとかもそう感じているんじゃないかと思っていますので、何か意識づけという部分と金銭的な市加

算みたいなのがあるといいんじゃないかな、なんて思っております。ありがとうございました。

サブリーダー：関係するので、私からもよろしいでしょうか。

今、最初の質問で、介護度が高い人がもう少し入れないかという話でしたが、15 スライド目、利用

者のところで、２番目は障がい支援区分３以下の方と書いてあるんですが、これは３以下でないと受け

入れないという考え方なのか、４以上というのは恐らく市が、もともと、４以上の方を受け入れてくだ

さいというお約束でやっていると思うんですが、３以下というのは、中軽度の方を入れようと考えてい

るだけで、４でも５でも大丈夫という形で受け入れる可能性があるのか、それとも、３以下でないと受

け入れないと決めているのか、そういったことはあるんでしょうか。

事務局：今のご質問ですが、一応、最初の枠組みとしては、こういったイメージでおります。ただ、佑啓会さ

んからも、まずやってみようではないかということで、その後に提案できることがいろいろあるのでは

ないかというご説明も受けているところです。なので、当初としてはこの枠でスタートするしかありま

せんが、例えば、入居される方の障がいの特性によっても違いが出てくると思うので、先ほども優先順

位、グループという申し上げ方をしているんですが、そのあたりの実情を見ながら変更していくという

対応は可能かと思っています。

ただ、最初からこれを崩してしまうとどこまでの枠組みということがございますので、最初はこれで

いきたいとイメージして出したものになります。

以上です。

サブリーダー：ありがとうございました。

ほかに質問ある方、いらっしゃいますか。

浦安手をつなぐ親の会、お願いします。

浦安手をつなぐ親の会：基本的なところで勉強不足で申しわけないですが、障がい者区分が６まであって、そ

うすると、自分の中では中軽度は４までで、重度といったら５と６と思ったんですが、４以上が重度と

いうことでしょうか。４の方は、今あるところに１名とかですが入っていらっしゃると思うんです。今

回は重度をほかに行くところがないということで、重度の枠を増やしてほしいと思うのはあるんですが、

基本、これでいこうというときに、重度を４からと見るか、５からと見るかというのは、割と自分にと

っては大事な問題といいますか。４以上が重度ですか。

サブリーダー：恐らく療育手帳とかですとＡが重度、というのはあるんですけが、支援区分については、恐ら

くそういったものはなくて、あくまでも支援に……
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浦安手をつなぐ親の会：ですよね。１、２、３、４、５、６だと１、２が軽度、３、４が中度、５、６が重度

って分かれるのかなって……、そういうわけではないんですね。

サブリーダー：恐らく、支援区分は介護度、その人の障がいが重度か軽度かということにかかわらず、支援に

どれだけ手が必要かということで支援区分という名前になって、１、２、３、４、５、６と決めている

ので、支援区分という部分と中度、軽度、重度というのは、名前は実際にはリンクしていないと思うの

で、恐らく、ここに書いてあるのは目安として書いたのかなと思うんですが、事務局からありますか。

事務局：おっしゃられるとおりで、ナンバー１の支援区分４以上というのが最初に事業者を募集したときの条

件で設定していたものですから、そこの３分の１以上というところで定員６としています。中軽度とか

重度といったところは厳密ではなくて、ニュアンスで書いております。

浦安手をつなぐ親の会：ありがとうございます。

サブリーダー：ほかに、質問ありますか。

もう一つ、私からよろしいでしょうか。直接、複合施設にかかわるということではないですが、グル

ープホームにかかわることで、16 スライド目のグループホームの入居者選定基準、今までグループホ

ームを希望する方もこういった手順でいたと思うんですが、グループホームを希望するという方はどこ

どこのグループホームを希望するという場所も希望しているんですか。それとも、単にグループホーム

を探しているというだけでこのリストに入ってもらって選定していくんですか。今回については、東野

複合施設のグループホームに入りたいということでこの選定の順序でやっていくのか、そこの区別、希

望するグループホーム別での選定の違いというのはあるんでしょうか。

事務局：今のご質問ですが、今までは、グループホームに希望する方はまずエントリーしていただいて、その

中で希望するホームがあれば、あわせて伺う形をとっていまして、どこかにグループホームがあきが出

たときに、基本的にまだ少ない状況でしたので、一応、皆さんにお声がけをさせていただいて、こうい

ったところがあいたんですが、今回、待機者になっていますが、エントリーしますかと個別に対応させ

ていただきました。

今回については、６名、６名、５名と分かれてはいますが、それ相当の数になりますので、ここにつ

いては、専用に一旦募集をかける形でやっていく形になると思います。そこもこれからまた詰めさせて

いただくところになりますが、その方向で考えています。

サブリーダー：ありがとうございます。

ついでにもう一つ、この資料とか、説明というのは今回ここが初めてだということだったんですが、

今後、どういう形で伝えていく形になるんでしょうか。公開とかは本会でまた。

事務局：今、サブリーダーからありましたが、本会でも挙げていきます。こういったことで検討いたしました

ということを挙げていただくことになろうかと考えております。

サブリーダー：ありがとうございます。ほかにご質問等ありますでしょうか。ご意見等ももちろんあればおっ

しゃっていただいてもいいかと思いますが、まだ検討中のことも多いということなので、反映されると

いうこともあろうかと思います。
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いちょうの会、お願いします。

いちょうの会：私どもの会に身体と精神と両方、病気を持っている方がいるんです。ナンバー１、４以上の重

度になると思うんですが、それに値して、もしお願いした場合、東野の意向と合わないから出されちゃ

うということはあり得るんですか。今入っているところは四、五年入っているようなんですが、この市

じゃないので、できれば側に、親御さんとすれば助かるんじゃないかなということで、もし申し込みし

た場合、東野の言っていらっしゃる意向に合わないと、だめですよと戻されたりなんかしちゃうと、精

神的な面でダメージが大きくなるので、それが気になるんですが、いかがでしょうか。

サブリーダー：今はほかのグループホームに入っていらっしゃるということですか。

いちょうの会：よその市で病院に入って。

サブリーダー：地域移行ということですね。

事務局、どうでしょうか。

事務局：今申し上げたような入居者選定基準に基づいて調整会議を経て、該当される方が入居された暁には、

入居された方を追い出すということはないと思うんですが、支援されている相談支援専門員の方など、

周りの支援者の方と本当に最善・最適な住まいの場はどこなのかというのを一緒に考えていきながらに

なるかな。東野のグループホームから出て行ってくれと、そういうのは言えない、ないのかなと思いま

す。

いちょうの会：ありがとうございます。初めに入居するときによく相談して入居しなきゃいけないということ

ですね。

事務局：入居者選定の最後には体験を一回していただいてマッチングというのが手続に含まれていますので、

そういったところでも、適性といいますか、環境を見ていただく機会はあるのかなと考えております。

いちょうの会：ありがとうございます。

サブリーダー：ほかに、ご質問ある方いらっしゃいますか。

リーダー：一つお聞きしたいんですが、利用者イメージの３と４は、区分とか関係なく選定するということで

いいんですか。アパートに移行していく通過型の居室か、体験利用型の居室というところは、特に区分

とか関係なく。

事務局：利用期限があるので、人によっては入りづらい、利用期限があることに、最初に期限の条件をつけさ

せていただいて、それに承諾のあった方というところになりますので、今のところ、区分の差は考えて

おりません。

リーダー：ありがとうございます。

サブリーダー：ＮＰＯ法人あいらんど、お願いします。

ＮＰＯ法人あいらんど：今おっしゃっていた３年以内を目安にというところ、サテライトがうちは今あるんで

すが、結局、出た後どうするかという、一般のアパートに越していくという意味合いでのサテライト的

なところの５名というイメージですか。身辺自立されているというようなイメージの方ですか。

私どもの、今、サテライトにいる方は、制度的に３年しかいられない、あと半年ぐらいで３年たつん
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ですが、その後どうしようというのはあるんですが、サテライト型そのものを移して、アパートにずっ

とその方が意志を貫けばそこに住んでられるという方法もあると伺っているんですけが、そういうイメ

ージで地域に移行していく、自立していく、自分でアパートに住んでいくというような準備段階と受け

取るのか、丸々、本当に一般的なグループホーム的な感じ、食事をみんなでとって、または、いろんな

身辺的なお世話もいただいてというようなイメージではなくて、本当に自立というふうに分けていくの

かどうかというところを伺いたいです。まだわからないですかね。

事務局：最初、ここをイメージしていたのは、おっしゃるとおり、身辺の自立が図られた方でアパートとかに

移行していくという方というのをイメージしてはおったんですが、ほかの地域のグループホームに移行

される場合もあるでしょうし、そこは何ともそういう人に限るという言い方はできないのかなと思って

います。

ナンバー３のところも体験というような位置づけでここを経て、ほかの社会資源なりアパートとかに

移行していくという流れをつくれればなとは思っております。

ＮＰＯ法人あいらんど：ありがとうございます。

サブリーダー：ほかに、ご意見等ありますか。

お願いします。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：緊急時の受け入れ対応ということで、常時、１床を居室とし

て確保と書いてあるんですが、現在、一時ケアセンターで緊急時の受け入れをやっていると聞いている

んですが、それがそのまま入るということで、１床が増えるということなんでしょうか。

事務局：現在の一時ケアセンターの運用は継続をしながら、新たにここに１床増えるというイメージです。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：じゃあ、合計で２床ということですか。

事務局：一時ケアが恐らく２だと思うんです。プラス１で３になるというイメージです。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：先日、子どもを見ているのが私一人で、具合が悪くなってし

まったときに、結果、大事に至らなくて入院とかにならなかったんですが、入院となったら子どもをど

うしようと思って市役所に聞いたら、一時ケアセンターで緊急時で預かっていただけるというお話を聞

いていたんですが、現在、短期入所の事業所を２カ所契約していまして、年に２回ぐらい、１泊ぐらい

予約を入れているんですが、割と予約が入らないというときが多いんですよ。

そういうこともあって、例えば、それが緊急時にいっぱいですとなっちゃったらどうなるんだろうと

いうことがとても不安なんですが、３床あればいっぱいということは多分ないと思うんですが、緊急時

のことなので、そこがいっぱいだった場合には市役所で、例えば短期入所事業所とか、そういうところ

にお願いして預かっていただくようにしてくださるとか、何か考えていただけるのかなと、一人で見て

いる立場の人間とすると不安なんですが。

サブリーダー：ありがとうございます。ご意見ということで、緊急時が１床増えるけれども、それでもいっぱ

いになる可能性もあって、そういうときにの短期入所のところに入れてもらうとか、何か、いろんな方

法を考えてもらって、本当に緊急時なわけだから、いっぱいだからだめですよみたいな形にならないよ
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うにしてほしいというご意見ということでよろしいですか。ありがとうございます。

ほかにご意見、質問等、ありますでしょうか。

恐らく、いろんな疑問とか意見がたくさんあってきりはないと思うんですが、どうしても、私もそう

ですが、グループホームがどうなるだろうとか、この利用者さんとか、あるいは、お子さんとかが入れ

るんだろうかというところに目が行ってしまいがちですが、事業所側の私たちとしては、本来はここを

どうやって、最初にお話しあったように地域支援拠点として一緒にやっていくかというところで、自分

たちがどうやって協力していけるかということも考えていかなければいけないだろうなと思いますので、

そんなことも考えつつ、でも、今のうちにこうしたほうがいいんじゃないかという意見は一緒に出して

いきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

それでは、議題１は、今日はこれでおしまいということにさせていただきます。

続いて、議題２の雇用・就労支援の推進についてということで、この議題については障がい者福祉計

画の重点項目の一つに挙げられている項目で、地域生活支援部会にかかわる内容になっていますので、

前回もお話をしようとしたんですが、課題をいきなり出すというよりは、現状を整理して、課題もたく

さん出して、その中で何をしていくかということを考えていきましょうという話になったかと思います。

事前に皆さんに配られた次第で議論を行うための切り口として、就労支援サービス事業所にいらっし

ゃる委員の皆様から今の状況や課題、ニーズ等について、お１人二、三分程度でお話しいただければと

いうことでお願いがしてあったと思いますので、関係する皆さんにお話を伺って、それでおしまいでは

なくて、現状とか、それぞれの事業所で感じている課題とかというのを皆さんで共有して、これを切り

口にして次からどんなことをしていこうかということをまた考えていければと思いますので、それぞれ

の事業所の委員の方からお話を伺いたいと思いますので、よろしくお願いします。

それでは、リーダーからお願いします。

リーダー：社会福祉法人なゆたの今の作業というか、就労継続支援と生活介護の状況ですが、なゆたの対象利

用者は身体の方と知的の方の受け入れをしております。作業内容としてはすごく幅広く、内職、あと、

カフェの接客、お菓子の製造販売、小型家電のリサイクル、メール便配布、多種多様な作業を用意して

いまして、それぞれ就労とか生活とかにかかわらず、それぞれの方の強みを生かした内容のお仕事をし

ていただいております。

ただ、課題として管理者に話を聞いてきたんですが、小型家電のリサイクル作業をやっているんです

が、ごみとかすごい出る作業なので、部屋の一角でするというわけにもいかず、狭い部屋でやっている

中で、かかわれる利用者さんはたくさんいるんですが、職員と利用者さんのマンツーマンぐらいの形で

しか作業が進められないというところで、作業スペースの問題が、今、なゆたとしては一番の課題かな

というところになっております。

以上です。

サブリーダー：どのぐらいの人数の方がいらっしゃるとかも聞いておいてよろしいですかね。

リーダー：定員は就労と生活各10、10で、今、９、９です。
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サブリーダー：実際の事業所、利用者さんが毎日来られてというのとは違うかもしれませんが、就労支援とい

う意味合いで、突然ですみませんが、障害者就業・生活支援センターいちされんも就労支援の現状とか課

題ということで、何かあれば、お願いします。

障害者就業・生活支援センターいちされん：私どもは、市川・浦安が圏域で就労支援をさせていただいており

ます。今、利用者数に関しては 730名ぐらいです、働かれている方が恐らく 650ぐらいです。就職活動

されている方が 80、そんな感じで登録をされているわけですが、浦安の方は大体 180 ぐらいいらっし

ゃるのかな。市川・浦安圏域といっても、うちは交通の便がいいところにあるので、実際には松戸の方

とか八千代の方とか船橋の方とか、いろんな地域の方が登録されているので、一緒くたに市川・浦安だ

けではないんですが、今年度になって雇用率がアップして 2.2％ということで、45人に１人ですか、企

業は従業員 45 人に１人雇わなくちゃいけないですよというのが出てきて、非常に企業さんの募集が増

えている。だけれども、就労移行支援事業者さん、今日は浦安のリバーサル、タオさんもいらっしゃっ

ていますが、市川・浦安の就労移行の方、大分、就職できる方はみんな出てしまっていて、企業の募集

はあるんだけれども人が出せないような状況、これは市川・浦安だけてはなくて、千葉県全体、全国的

にも言えるところらしいんですが、そういった状況が起きているかな。

プラスして、特別支援学校も、就職に特化した特別支援学校、市川大野のようなところができたりと

か、もしくは、特別支援学校にそういった機能が、学級が増えているところもあったりしますので、大

分障がいのある方が就職できる形が増えてきているのか、多分毎年、特別支援学校卒業の方が、三、四

十名はうちに登録されている。そんな状況もありますので徐々に増えているかなというのと、プラスし

て重度の障がいを受け入れる企業さんが大分増えてきています。昔と違って、何かできる人を雇いたい

というところで、余りこれもいいとは言えないところもあるんですけれども、農業なんかでやられてい

るとか、そういったところが、どんどん増えていて、就業・生活支援センターでやり方を企業さんと一

緒にお話ししているところもありますので、実際に就労部分の担い手というのはどんどん増えてくるの

かなというのと同時に、先ほども言ったように、重度の方が増えられると、多分、一番の問題になって

いるのは事業所さんもそうだと思うんですが、高齢化なのかな。利用者さんが高齢化というのもあるん

ですが、利用者さんのご家族も高齢化、働いている方も親御さんの介護でなかなか事業所に通えなかっ

たり、お仕事の時間数を減らしてくださいということがすごく増えていて、それも問題になっています。

なので、そういう部分の方たちの生活というのを見ると、障がいだけではなくて、高齢者の地域包括

とか、ああいうところともタッグを組んで支援していかないと多分追いつかないだろうなという状況に

はなっているかなと思います。

今年から就労定着という事業が新しく始まりましたが、あれはどっちかというと、お仕事場で何とか

やりましょうというものではなくて、生活部分をしっかり支えてくださいね、仕事というのはマッチン

グして当たり前ですよという事業でもあると捉えられるものなので、生活部分というのが基盤になって

働くということが確立されていくので、その部分はみんなと一緒に考えていかなきゃいけないのかなと

いうのと、皆さんと一緒に協力していかないと、とてもじゃないけど手が回り切らないというような状
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況になってくるとは思うので、皆さんと協力していければなと思っています。

課題と言えるかどうかわかりませんけれども。

サブリーダー：すごく現状がわかりました。認識も新たにできて、いい情報でした。ありがとうございます。

ＮＰＯ法人フレンズ、お願いできますか。

ＮＰＯ法人フレンズ：フレンズは、先ほど障害者就業・生活支援センターいちされんがおっしゃったように、

就労移行が利用する方が非常に少なくなったので、今年は廃止届を出してＢ型だけになっています。Ｂ

型も、高洲にあるカフェテラスエスレというものがあったんですが、利用率、Ｂ型自身の利用率も悪く

て、というのも、うちは飲食ばかりやっていますので、飲食業ってとてもスキルが高くて、臨機応変が

ものすごく多くて、固定した仕事を延々ずっとやってもらうというのはどうしてもできにくくて、なか

なか利用者が集まらないという現状があったので、そちらも廃止しているというところです。飲食ばっ

かりやっているので難しいかなと思います。

私のいる事業所は、前まではすてんぱれ今川といって、今川地区にあったんですが、今は入船北小跡

地に移って、名前もぽりりずむと改めて、また、内容は変わらないんですがリサイクルの作業と、それ

からお弁当の作業の、二本立てでやっています。お弁当は、さっきも言ったように、レベルがどうして

も高くて難しくて苦手だな、みたいな人もすごく多いので、そういう方にはリサイクルでなるべく座っ

て延々と同じ作業ができるものは用意しています。

あと、高齢化もとても進んでいます。利用者さん自身も高齢化が進んでいますし、あと、それを支え

てくださっている支援員さん、私もそうですが、どんどん高齢化していって、新しい方が全然入ってこ

ないので、職員もすごく課題だと思っています。

以上です。

サブリーダー：ありがとうございます。

それでは、ＮＰＯ法人かぷあさんは生活介護についてよろしいですか。

ＮＰＯ法人かぷあ：生活介護の事業ですが、主に、ミシンを使って、市役所にも置いているので見ていただく

とわかるんですが、販売するものを作成したり、これもそうなんですが（自分のストラップを指して）、

小物雑貨もつくってやっています。あと、作業としては細かいものを検品して、いいとか悪いのを分け

ていくとか、単純な作業ですが、そういう作業と二本立てで、やっています。

生活介護の定員は10名で、登録員が14名です。ほぼ毎日、定員いっぱいという感じです。

以上です。

サブリーダー：ありがとうございました。

そうしたら、株式会社Ａ.ver、お願いします。

株式会社Ａ.ver：就労移行支援事業所リバーサル浦安という就労移行をやっています株式会社Ａ.ver と申し

ます。

うちは、対象は３障がいをやっていまして、定員は 20 なんですが、今、登録が、卒業とかも出て 15

名、申請中が５名くらいという感じなんですが、まだ、空きもあります。問題としては、先ほど障害者
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就業・生活支援センターいちされんさんが言ったみたいに、出せる人が結構出てしまって、訓練中とい

う方が多い、高齢化ももちろんあります。今、問題になっているのが、ご本人としてはすごい自分に自

信があっていつでも就職できますという方が多いんですが、周りから見ると、まだまだ、もっと勉強し

てからのほうがいいですよというようなところですとか、あとは、ご自宅が裕福な方が浦安市なんかは

そうなんですが、今まで困ったことがないので、別に、働かなくてもいいかなと思っているけど、親御

さんと一緒に見学に来られて一応通っているという方が多いので、そこの意識づけの問題ですとか、就

職、仕事とはとか、働いたらどうするみたいなところから始める方が多くて、すぐ出せる人が少ないと

いうのもありつつ、就職者を出さないとうちの会社の運営のほうにもかかわっているので、というとこ

ろのいろいろなジレンマというか、そういうところを感じております。

以上です。

サブリーダー：ありがとうございます。

ＮＰＯ法人あいらんど、お願いします。

ＮＰＯ法人あいらんど：就労支援Ｂ型が、定員が 12 のところ、今、７か８ぐらいのところで行ったり来たり

しています。さっきから高齢化とおっしゃっていましたが、同じことを 10 年以上続けている人が多く

て、本当に、職人技の域に入っていますが、疲れやすい。だから、週５のところを４日にしてみようか

とか、午後から出勤してみようかとか、いろんな方法を考えているところです。

ただ、朝から一緒にいたいなというところもあったり、あとは仲間意識が強くて一緒にやりたいとい

うことがあったり、あとは公民館の１階のカフェコーナーもあるので、そこに行くのが楽しみ、そこで

ちょっとガス抜きできるかなということもあったり、クッキーづくりは全然揺るぎないので、白衣を着

てマスクをして２つ帽子をかぶって手袋をするという圧迫感だったり、あとは、手洗いが常にある、暑

くても寒くても衛生管理、衛生管理と言うので、慣れてはいるんだけれども、その格好だけで疲れるか

なというところで、手洗いとかお手洗いとか、いろんな衛生管理のことで、慣れてはいるんだけれども、

それがだんだん慣れ切っていって疲れてきている、このままでいいんだろうかというところまで来てい

ます。

カフェに関しては、本当に見栄えがよいというか、実習生が切れ目なく半年間、４月からずっといろ

んな方が出たり入ったりして、今あいていますか、今あいてますかのような、実習生対応に本当にうち

サービス管理責任者が追われていてどうしたもんかなというところなんですが、本来いる利用者さんが

非常に大好きで、今度どんな人が来るの、どこの学校、中学生、小学生？みたいなところで、そこで切

磋琢磨している感じで、実習生の方も親御さんも本当に積極的に来てくださってはいるけれども、直接、

将来的な利用者さんにつながるかどうかは微妙なところです。

やることに対しての雰囲気はものすごく高いんですが、それがだんだん疲れにつながっているという

のが、クッキーの練りをしたまま寝てしまうということは絶対ないんですが、休憩時間になるとふせっ

てまた起きるという感じで、それが就労支援Ｂ型でいいのかどうかということだったり、あとは、併設

する生活介護の利用者さんで、本当にクッキーづくりしたいな、でも、爪が、頭洗えないとか、いろん
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なことがあって、本来できるであろうことができないとか、ここから先は進めないというところで多機

能型もいいところか、悪いところかわからないんですが、一線引けなくて、生活介護でいいのかなとか、

あの方はＢでいいのかなというのが意外と、相変わらずの課題です。いいところを見出せてと思うんで

すが、今日は生活介護、今日はＢ型というわけにはいかないので、その辺が難しいのと、Ｂ型でもだん

だん自力通所が困難になってきている人がいる、イコール、さっきもおっしゃったみたいに、親御さん

も高齢化してきている、雨のときに必ず車で送ってきてくださるんですが、大丈夫かなと思うと、生活

介護だけが送迎やっているけれども、Ｂも送迎必要かなというところに来ていますので、課題が多いで

す。

以上です。

サブリーダー：ありがとうございます。

それでは、ＮＰＯ法人タオ、お願いできますか。

ＮＰＯ法人タオ：うちの事業所は３障がいを受け入れておりまして、今、トータル 68 名の方が利用されてお

ります。作業としては、ワークステーション２階の作業室で主にＤＭ作業とか、ソックモンキーづくり

というのを行っていまして、３階のキッチンでは一般的な調理、ホール、販売等をしておりますし、外

に出れば草むしりですとか、そういう多様な事業をやらせていただいておりますが、利用者さんが 68

名おりますと、作業が足りないというのが現状でして、課題としては本当に、５年前に優先調達法が施

行されて、そのときに共同受注窓口とかをつくって盛んに活発になったと思うんですが、今、静かだな

というか、新しいことが始まらないのは私たちにも責任があるんですが、市内の事務作業の受け入れと

か、そういうことに手を伸ばせたら。利用者さんでも本当に向き不向きがありまして外に出られないと

か、お部屋の中での作業で、無いときなどはソックモンキーの綿ほぐしというときもありまして、本当

に眠たくなるのが当たり前だよね、これでは、というふうに、かわいそうな現状もありまして、なるべ

くそれは避けたいので、本当に仕事の確保というところが、今、一番の課題です。

それに伴って、利用者さんを見る支援者というのが足りなくてハローワークに募集をかけているんで

すが、ここ１年ぐらい、誰一人応募がないような状態で、本当にどうやって、打ち出し方も悪いのかも

しれませんが、どうやったら来てくれるんだろうという、本当に切実な思いを今、抱いているところで

あります。

今のところ以上です。

サブリーダー：ありがとうございました。

それでは、私から、浦安市障がい者福祉センターについてお話をさせていただきます。

障がい者福祉センターは、生活介護が 55、就労継続支援Ｂ型事業が 50 という定員で、ほぼ席はいっ

ぱいでやっています。生活介護では、大体、半日を使って生産活動していて、ろうそくと織物、あとは

紙すきをやっています。自主製作品だけではなくて、受注作業の仕事というのもだんだん取り入れてや

るようになっています。就労継続支援Ｂ型事業所では、かなり、いろんな仕事をしていまして、クリー

ニングとお菓子をつくって売るというところ、あとは、軽作業と私たち呼んでいるんですが、袋詰めと
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か部品の組み立てというのをやっているのと、あとは、外での除草とか清掃という作業を請け負ってや

っています。

仕事という部分で言うと建築関係の資材を扱う仕事が多くて、オリンピックが近いということと、ち

ょっと前までは、余りいい話ではないですが、東北地方で結構、復興ということで建築関係が盛んで、

先ほどのタオさんとは逆に、仕事をどんどん断っているぐらい仕事があり過ぎて困っている形で、いろ

んなところに相談もさせてもらったりしているぐらいです。

それは軽作業ですが、実は、建築業のところにクリーニングも営業かけていて、会社がもうかってい

るので、そういう建築関係とか鉄鋼関係のところからクリーニングも、お金あるから依頼してくるんで

す、作業服とかを。なので、クリーニングも結構好調で、ここ数年はとても仕事があり過ぎて困ってい

るぐらいです。

いつまで続くかわからないですが、人数も多くて、いろんな種類の仕事があるので、仕事という意味

では、今は十分かなと思っているんですけれども、課題とかニーズということについては、これも先ほ

ど出たものと同じ問題を抱えていて、高齢化ということです、ご本人たちの、ということと保護者の方、

なので、仕事はたくさんあるんだけれども、だんだん体力も落ちてきて難しい仕事ができる方が少なく

なってきているということと、ＮＰＯ法人あいらんどのおっしゃっていたことと同じで、通所というこ

とについても、自力での通所が基本ではあったんですが、それが難しい方が、高齢化だけではないんで

すが増えてきているということで、そこについても考えていこうということになっています。

うちは市の施設ということで多少恵まれているとは思うんですが、５対１ぐらいの支援でやっている

んですが、仕事を支援する場だけで行くと、５対１で支援ができるんです。みんな仕事をやるというこ

とに関してはとても真面目だし、慣れた仕事をやるということで結構できるんですが、さっき言った

登・降所ということであるとか、お手洗いに行ったりとか、食事をとったりとかという休憩時間に何す

るかというようなことになると、途端に５対１では間に合わなくて、現実的に車いすの方だと１対１の

対応が必要ですし、休憩時間にお手洗いに行きましょうとなると、そこだけで職員何名かとられてしま

うので、５対１が 10対１だったり 15対１というふうになってしまって、対応し切れないという状況が

出てきて、仕事の支援であるけれども、当然、仕事だけを見ているわけではないので、みんなと交流し

てやりがい持ちながら仕事して協力して、楽しみながらという生活を送っていらっしゃる人たちを支援

するという部分で言えば、仕事だけではない部分の支援というところで、難しいというような状況が、

続いている、支援員がもうちょっといるといいかなとか、そんな話、もしくは支援員がそちらについた

ときに仕事の部分をもう少し手伝ってもらえるような形でできないかとか、仕事以外の部分で難しいと

思えるところがたくさんあるというのが現状です。

たくさんあるんですが、とりあえず、今日はそのぐらいでおしまいにしたいと思います。ありがとう

ございます。

では、今、簡単に現状を話していただいたんですが、ご質問されたいこととかがあればお願いできま

すでしょうか。ご意見とかもあれば、どうぞ。
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じゃあ、今日は最初に話したとおり、後でグループワークもありますし、まずは皆さんの現状を聞い

て、これを切り口に次回からさらに踏み込んで話していこうということなので、この議題については本

日はこれでおしまいにさせていただきたいと思います。

部会についてはこれで本日は終了したいと思います。次回の会議は 11 月１日の木曜日、すみません、

そのまま終わらせてしまおうと思って申しわけありません。その他ということで、連絡事項を事務局や

各委員からあればお願いしたいと思うんですが、リーダーから。

リーダー：社会福祉法人なゆたです。法人のお祭りを９月 23 日に、きのうチラシが刷り上がってきましたの

で、本日、委員の皆様に配らせていただきました。お時間あれば、ぜひ遊びに来てください。

サブリーダー：社会福祉法人市川レンコンの会。

社会福祉法人市川レンコンの会：お手元の緑枠のチラシをお配りしているかと思います。グループホーム等支

援ワーカーは県の委託事業でして、私は市川・浦安が守備範囲、委託を受けているんですが、12 圏域

ありまして、そこで地域におけるグループホームの周知、普及イベントというのを毎年、各地区でやっ

ております。こちら葛南地区、市川、浦安、習志野、八千代、鎌ケ谷、船橋と、この辺だと思うんです

が、この方をメーンにお呼びするイベントをご紹介させていただきます。

今、グループホームでできることと言いまして、グループホーム講座という名目で地域普及イベント

を行っております。今月の末、29 日土曜日、ちょっと遠いんですが、新習志野駅から徒歩５分強ぐら

いのところに、ゆいまーる習志野さんという施設がありまして、そちらでお送りしたいと思います。基

本的にグループホームに興味のある方全てが対象のイベントとなっていまして、グループホームって何

ぞや、というころをお知りになりたい方向けのイベントかと思います。

なので、親御さんでも当事者でも支援者の方でも、ぜひ遊びに来てくださいというものなんですが、

内容としては、障がい者グループホームってそもそもどうやってできて、今どうなって、そもそも何ぞ

という説明と、入居に向けて何を準備すればいいか、手続上のこと、今の生活の面とか、どういう人た

ちとつながっておけばいいかみたいなお話を各圏域のグループホーム支援ワーカーで行いまして、後半、

トークセッションを行います。グループホームさんを２つお呼びします。上から２番目の八千代翼友福

祉会ケアホームもやいさんの吉野様という方をお招きするのと、特定非営利活動法人千葉精神保健福祉

ネットの市川のグループホームになりますが、中野様をお呼びします。ケアホームもやい様に関しては、

強度行動障がいですとか、重度な知的の方を受け入れているグループホームを運営しております。同法

人の生活介護から何らかの事情で家を出なくてはいけないとか自立をしたいという方対象で、その法人

さんの通所の方を受け入れていくというグループホームのお話。ハウス中国分さんに関しては、精神の

ご病気を持たれた方や、軽度知的の方を入れているグループホームで、ここは法人さんの通所というよ

りかは、ほかの法人さんの通所ですとか、就労されている方も、デイケアに通っている方もいらっしゃ

るようなグループホームで、地域とうまく連携をしていくというようなグループホームさんのお話、事

前報告をいただきまして、その後、社会福祉法人南台五光福祉協会のなしねっとの相談支援専門員の中

里様をお招きして、その三者でトークセッションをして、計画相談としてグループホームに思うことみ
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たいなところでやりたいと思いますので、ぜひ、申し込みの上、ご参加お願いいたします。

長くなりましたが以上です。

サブリーダー：そのほかにありますか。

事務局、お願いします。

事務局：チラシはまだできておりませんが、毎年、11 月に新浦安の駅前で啓発イベントということで「障が

いのある人もない人も かがやくまち浦安」というイベントをやっております。今年は 11 月４日日曜

日にやります。障がい福祉サービス事業所の出展やその他ステージプログラム等ありますので、ご都合

あわせて、ぜひお越しください。よろしくお願いします。

サブリーダー：そのほかに、ありますでしょうか。

では、改めてすみません、本日の部会はこれでおしまいにしたいと思います。次回が 11 月１日の木

曜日を予定していますので、お願いします。

この後、作業部会に入りますが、席を移動したりしますので、５分ほど休憩を置いてやりたいと思い

ますます。

作業部会に参加されない委員の方と傍聴の方はここでご退室をお願いいたします。

お疲れさまでした。ありがとうございました。



浦安市自立支援協議会地域生活支援部会（平成 30年度第２回）

次第

平 成 30 年 ９ 月 ６ 日 （ 木 ）

午 後 １ 時 30 分 ～ ３ 時 30 分

市 役 所 ４ 階 会 議 室 Ｓ ２ ・ ３

１．開会

２．議題

（１）（仮称）東野地区複合福祉施設及び浦安市地域生活支援拠点について

（２）雇用・就労支援の推進について

（３）その他

【非公開】

（４）グループワーク

～グループホームに関する情報提供について～

３．閉会



浦安市における地域生活支援
拠点の検討状況

平成30年9月6日

浦安市障がい事業課
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１．整備の目的（国指針）

障害者等の重度化・⾼齢化や「親亡き後」に備えるとともに、重度障害にも対応
できる専門性を有し、障害者等やその家族の緊急事態に対応を図る。

（１）緊急時の迅速・確実な相談支援の実施・短期入所等の活用

⇒地域における生活の安心感を担保する機能を備える。

（２）体験の機会の提供を通じて、施設や親元からＧＨ、一人暮らし等への生活
の場の移⾏をしやすくする⽀援を提供する体制を整備

⇒障害者等の地域での生活を支援する。

3

必要な機能

①相談

②緊急時の受け入れ・対応

③体験の機会・場

④専門的人材の確保・養成

⑤地域の体制づくり



２．（仮称）東野地区複合福祉施設と地域生活支援拠点

4

ソーシャルサポートセンター

地域活動支援センターⅠ型
指定特定相談支援、障害児相談支援

生活介護事業所

身体障がい者福祉
センター

防災備品
庫

障がい者グループホーム、短期入所

障がい者グループホーム、短期入所

子育て短期支援事業
所

障がい者グループ
ホーム、短期入所

４F

３F

２F

１F

浦安市における地域生活支援拠点の
「多機能拠点」機能を担う

地域福祉
センター

地域福祉
センター

地域福祉
センター

地域福祉
センター

通所棟 居住棟

（仮称）東野地区複合福祉施設に整備する機能



３．浦安市が目指す地域生活支援拠点
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多機能拠点＋面的整備の混合型

（仮称）
東野地区複合福祉施設

基幹相談支援セン
ター

相談支援事
業所

市

ひとり暮
らし

ＧＨ

短期入所

自立支援協議会

障がい福祉サー
ビス事業所

★多機能拠点

調整

連携

移⾏

移⾏

専門的人材の確保・養成
地域の体制づくり

★面的整備

評価・検証

～ 入所施設のない浦安市で、多機能拠点をベースに、障がいのある人の地域生活を地域全体で支える仕組み ～

協⼒

調整・協⼒

①相談
④専門的人材の確保・養成
⑤地域の体制づくり

②緊急時の受け入れ・対応
③体験の機会・場



４．機能① 相談

基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定相談支援事業とともに地域定着支援を活
⽤してコーディネーターを配置し、緊急時の⽀援が⾒込めない世帯を事前に把握・登録し
た上で、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に必要な
サービスのコーディネートや相談その他必要な⽀援を⾏う機能

事業所名
主たる障がい

児童 地域移行 地域定着
身 知 精 難

浦安市基幹相談支援センター ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

浦安市ソーシャルサポートセンター ○ ○ ○

浦安市障がい者福祉センター ○ ○ ○

浦安市こども発達センター ○ ○ ○

エメラルドサポート障がい者（児）相談支援センター ○ ○ ○ ○ ○

こころとことばの教室こっこ ○ ○ ○ ○

相談支援事業所ふあり ○ ○ ○ ○ ○

ちらく相談支援事業所 ○ ○ ○ ○

リボン相談支援センター浦安 ○ ○ ○ ○

相談支援センターかぷあ ○ ○ ○ ○

相談支援事業所 並木道 ○ ○ ○ ○

相談支援事業所トータルサポート ○ ○ ○

障害者相談支援事業所 聖隷はぐくみ浦安 ○ ○ ○ ○
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（１）国指針

（２）浦安市の現状

相談支援事業所一覧



４．機能① 相談

障がい者緊急時支援事業
在宅の身体障がい者又は知的障がい者の家族からの通報を受け、相談に応じ、必要な場合、
⾃宅に⽀援員を派遣し、必要な対応を⾏う。

ねらい 〜在宅で安⼼して暮らしやすい環境づくり〜

7

（３）浦安市地域生活支援拠点で実施する具体的事業

・身体障害者手帳を有する身体障がい者（以下の各号に該当する者に限る）

・療育⼿帳を有する知的障がい者

・学齢以上18歳未満の療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を所持する障がい児

※ 但し、65歳以上での新規での申請は認めない

利⽤対象

ア 常時独り暮らしの状態にある者

イ 障がい者、65歳以上の者又は18歳未満の者と同居している者

ウ 同居している者が就労、就学等の事由で外出することにより、ア又はイと同様の状態となる者

エ アからウに掲げる者のほか、市⻑が特に必要と認める者

身体障がい者

追加



４．機能① 相談

（１）利⽤決定があった者について、家庭訪問等を⾏ったうえで、対象者及び家庭の状況
やニーズ等のアセスメントを⾏う。

（２）全利⽤対象者に対して半年に１度のモニタリングを⾏い、本事業の利⽤に係る課題
等がある場合は、関係機関と連携・協⼒し、改善を図る。

8

緊急時支援事業 業務内容

対象者宅に通信のための端末機器を設置し、
対象者からの要請に応じて⾃宅に⽀援員を
派遣し、排せつの介護、衣類着脱の介護、
体位変換の介護、転倒の介助、関係機関等
との連絡等を⾏う。

対象者の家族からの要請に応じて⾃宅に⽀
援員を派遣し、⾒守り及び各関係機関との
連絡調整を⾏う。

・身体障がい者 ・知的障がい者

・療育手帳または精神障害者保健福祉手帳

を所持する障がい児

共通 追加



４．機能② 緊急時の受け入れ・対応

短期入所を活用した常時及び緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障がい者の
状態変化等の緊急時の受⼊れや医療機関への連絡等の必要な対応を⾏う機能

事業所名 運営法人
主たる障がい

児童 定員
身 知 精 難

浦安市障がい者等一時ケアセンター （福）パーソナル・アシスタンスとも ○ ○ ○ ○ ○ 概ね2名

ぐりんはうす （福）なゆた ○ ○ ○ ○ ○ 3名

コパン （有）総合福祉サービス ○ ○ 3名

浦安愛光園 （福）聖隷福祉事業団 ○ ○ 空床利用型

浦安ベテルホームショートステイ （福）聖隷福祉事業団 ○ ○ 空床利用型
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（１）国指針

（２）浦安市の現状

短期入所事業所一覧



４．機能② 緊急時の受け入れ・対応

緊急用居室確保（お助けショートステイ）
在宅で暮らす障がい児・者が、緊急かつやむを得ない事情により、在宅での⽣活が困難と
なる場合などに備え、（仮称）東野地区複合福祉施設内の短期入所のうち常時１床を緊急
利⽤のための居室として確保する。

ねらい 〜短期⼊所の利便性・対応⼒の向上〜

10

（３）浦安市地域生活支援拠点で実施する具体的事業

※緊急利⽤の基準
家族・本人が緊急と考えるものを受け入れることとする。
但し、まずは市内の他短期⼊所事業所に受け⼊れを打診し、いずれの事業所も受け⼊れ不可の場合
に限る。



４．機能③ 体験の機会・場

地域移⾏⽀援や親元からの⾃⽴等に当たって、共同⽣活援助等の障害福祉サービスの利⽤
や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能

事業所名 運営法人 定員
主たる障がい

身 知 精 難

グループホームねこざね （福）南台五光福祉協会 5人 ○

タオ１

特定非営利活動法人タオ

2人 ○ ○ ○ ○

タオ２ 2人 ○ ○ ○ ○

タオ３ 2人 ○ ○ ○ ○

タオ４ 2人 ○ ○ ○ ○

タオ５（サテライト型） 1人 ○ ○ ○ ○

タオ６ 2人 ○ ○ ○ ○

ホームフレンズ１

特定非営利活動法人フレンズ

4人 ○ ○

ホームフレンズ２ 6人 ○ ○

ホームフレンズ３ 4人 ○ ○

ホームフレンズ４ 4人 ○ ○

ホームフレンズ５ 6人 ○ ○

ホームフレンズ６ 2人 ○ ○

ホームフレンズ７ 2人 ○ ○

オフタイムハウスあいらんど 特定非営利活動法人あいらんど
5人 ○ ○

オフタイムハウスアイランドプラスワン（サテライト型） 1人 ○ ○

うらら （株）ふくしねっと工房 6人 ○ ○ ○ ○

フェロウ （有）総合福祉サービス 6人 ○

計 62人
11

（１）国指針

（２）浦安市の現状
グループホーム一覧



４．機能③ 体験の機会・場

12

体験用居室確保（お試しグループホーム）
地域移⾏⽀援や親元からの⾃⽴等にあたり障がい福祉サービスの利⽤や⼀⼈暮らしに向け
た体験の機会・場を提供するため、共同生活援助のうち常時１床を体験用居室として確保
し、体験の利⽤に供する。

ねらい 〜⼊所施設・病院等からの地域移⾏・親元からの⾃⽴等の推進〜

（３）浦安市地域生活支援拠点で実施する具体的事業



４．機能④ 専門的人材の確保・養成
⑤ 地域の体制づくり

④専門的人材の確保・養成

医療的ケアが必要な者や⾏動障がいを有す
る者、⾼齢化に伴い重度化した障がい者に
対して、専⾨的な対応を⾏うことができる
体制の確保や、専門的な対応ができる人材
の養成を⾏う機能

13

・重度障がい者に対応した障がい福祉サービス資源の不⾜

・⾏動援護事業所は市内１事業所のみ

（１）国指針

（２）浦安市の現状

⑤地域の体制づくり

基幹相談支援センター、委託相談支援事業、
特定相談支援、一般相談支援等を活用して
コーディネーターを配置し、地域の様々な
ニーズに対応できるサービス提供体制の確
保や、地域の社会資源の連携体制の構築等
を⾏う機能

（３）浦安市地域生活支援拠点で実施する具体的事業

検討中



５．（仮称）東野地区複合福祉施設に整備するグループホーム

・利⽤定員 18（6名×3ユニット） うち、体験利⽤枠１（お試しグループホーム）

・開設時間 24時間365日

・介護サービス包括型

・家賃あり（部屋によって異なる）

・入浴、排せつ及び食事の介護その他日常生活上の援助を提供
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基本情報

居住棟１階配置図

居住棟２階・３階配置図



５．（仮称）東野地区複合福祉施設に整備するグループホーム
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NO 利⽤者 利⽤期限 定員

１
障がい支援区分４以上であって、重度訪問介護、同⾏援護、
⾏動援護対象者の⽅が入居する居室

なし ６名

２
障がい支援区分３以下の、中・軽度の介護度の方が入居す
る居室

なし ６名

３
概ね３年以内を⽬安にアパート等に移⾏していく通過型の
居室

あり ５名

４ 体験利⽤枠としての居室（お試しグループホーム） あり １名

合計 18名

利⽤者イメージ



５．（仮称）東野地区複合福祉施設に整備するグループホーム
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入居者選定方法 （グループホーム入居者選定基準に基づき、入居者調整会議を開催）

NO 手順 実施者

１ 待機者リスト作成・管理 市

２ 空室状況を毎月確認 コーディネーター

３ 空室発生

４
待機者に対し、相談支援専門員等を通じて調整会議へのエントリーの希望を確認
（空室発生の前月までの待機者を対象）

市

５
①障害支援区分の認定調査結果と②家庭の状況等から、優先順位群を作成
※グループホーム側の事情にも配慮（居室の性質、性別など）

市

６
入居者調整会議開催（優先順位群について疑義がないか確認）
【出席者】障がい福祉課、障がい事業課、対象ホーム責任者、グループホーム支援ワーカー

市

７ 優先順位群から、体験利⽤等を⾏うための優先順位を検討し、市に報告 グループホーム

８ 対象者及び相談支援専門員に連絡 市

９ マッチングするまで順番に体験を実施

○目的

入居決定過程の透明性、公平性を確保し、グループホーム⼊居の円滑な実施に資する。

○対象

・市のグループホーム施設整備費補助⾦を交付して整備された居室

・（仮称）東野地区複合福祉施設内グループホーム



６．今後の検討課題

・基幹相談支援センターとの役割分担

・地域生活支援拠点機能の評価・検証方法

・精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム
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